
桜の花の中に、本校のシンボルであるドング

リの葉を三枚組み合わせて、希望と力と友情

を表している。緑は、豊かな人間性と思いや

りを、白は、清らかな心でより高いものを目

指してはてなく進む意欲を、赤は、たくまし

さとねばり強い意志を、表している 

加茂小学校沿革 

大正 3年 加茂小学校開校する。北校舎および廊下竣工する。 

   6年 中央校舎および南校舎 公仕室・物置場などを建築する。 

   8年 茂菅分教所設置（昭和 17年廃止）する。 

    9年 校庭完成 第 1回校庭運動会を当校の庭において行う。   

昭和 ６年 校庭にクヌギ苗を植樹する。 

  １６年 ピアノ購入する。 

  18 年  校庭に新校舎建築する。  

  26年 2月 給食室竣工。完全給食実施する。 

  29年 開校 40周年事業を実施する。（校歌、校章を制定し、校旗を 

作製する） 

  37年 プールを新設する。 

  47年 北校舎取り壊し 鉄筋三階建て（15教室）新校舎竣工する。 

  49年 開校６０周年記念式典挙行。（金管楽器、鼓笛用具を購入。す 

べり台を設置） 

  52年 南校舎（管理棟）、正門、児童昇降口を竣工する。 

59年 開校 70周年記念事業実施。遊びの丘設置。 

平成 6年 新プール完成する。 開校 80周年記念式典・事業を実施する。 

      タイムトンネル設置。 

   9年 小田切小閉校により小田切地区の児童転入。 

  16年 開校 90周年事業を実施する。井戸復元及び東屋新設。 

  22年 特別支援学級どんぐり開設。 

  23年 全国学校体育研究大会会場校。 

  25年 後町小閉校により妻科、県町、旭町の児童転入。 

 加茂子どもプラザ開設 北校舎トイレ・流し改修工事。 

  ２６年 開校１００周年記念式典・事業を実施する。記念モニュメント設置。 

学校の現況                                (H2８.5.1現在) 

校 長 永井 克昌 担 当 氏 名 

教 頭 藤井 善章 専科（音・家） 前田  麗 

学 級 
児 童 数 

担 任 
養 護 小林 光子 

男 女 計 事 務 宮島 由美 

１ Ａ １２  ９ ２１ 奥原 玲子 学校司書 深澤 純子 

１ Ｂ １２  ８ ２０ 竹内 聖子 特別支援教育支援員 野村 和子 

２ Ａ １６ １４ ３０ 武田 昌之 庁 務 員 高木 良一 

３ Ａ １６ １１ ２７ 野池 徹哉 特別支援教育ｺー ﾃ゙ ｨﾈー ﾀ  ー 小松 賢吾 

４ Ａ １１ １３ ２４ 小笠原 淳 登校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 藤井 善章 

５ Ａ  ９ １１ ２０ 熊倉 靖子 保健主事 海沼  元 

５ Ｂ  ８ １０ １８ 海沼  元 心の相談窓口 小林 光子 

６ Ａ １２  ９ ２１ 小松 賢吾 学校医(内科) 小林  資 

６ Ｂ １１ １０ ２１ 宮嵜美代子 〃  (眼科) 市辺 幹雄 

どんぐり (3) (1) (4) 田中恵理子 〃  (耳鼻科) 新井伸一郎 

合 計 107 95 202 
 〃  (歯科) 永島 康弘 

学校薬剤師 小林 由美 

学校評議員 

祢津 泰夫 岡本 久美子 黒井  昭 西澤 利治 伏木 久始 

 

PTA 役員 

会長  小林 竜太 副会長  岡本佳代子 副会長  柄澤 正秀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＴＡ 

会長 山口 亨    副会長 山岸 浩子 

           副会長 榎本 尚央 
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「スプリング・エフェメラル」（春の妖精）カタクリの花 

 

加茂小学校校歌  〔勝 承夫 作詞  平井康三郎 作曲〕 

（一） 

みどりの木かげ 花の窓  希望と力 みなぎるところ 

小鳥は巣立つ よい子はのびる  元気で歌おう 胸を張れ 

明日の日本に 飛び立つわれら 

（二） 

みやまの谷の 夢のせて  そゝぐははるか 裾花川よ 

われらも勇む はてなく進む  変わらぬ友情 この胸に 

加茂のほまれを あげようわれら 

（三） 

日毎に仰ぐ 旭山   紅葉も映えて かゞやくところ 

こゝろも清く よい子はのびる みんなで守ろう 自治の門 

加茂の校風 歌おうわれら 

 

 

 

 

 

 

 

長野市立加茂小学校 
〒３８０－０８７１  長野市西長野１８５－６ 

TEL ０２６－２３４－１２４５ FAX ０２６－２３４－１２４６ 

E-mail   kamojs@nagano-ngn.ed.jp 

日課表 

児童登校 ７：５０～８：２０ 

7:50～8:15 

課外活動 
金管練習 

曜日 月 火 水 木 金 

8：20～8：35 

朝の活動 

全校読書 

職員朝会 

全校朝会 

(校長講話・児

童集会・学級) 

加茂タイム

(学年ドリル) 
全校体育 全校音楽 

8：35～8：45 学級活動 

8：45～9：30 １時限 

9：35～10：20 ２時限 

10：20～10：40 休み時間 

10：45～11：30 ３時限 

11：35～12：20 ４時限 

12：20～13：20 給 食 

13：20～13：35 清 掃 

13：40～13：55 どんぐりタイム 

13：55～14：40 ５時限 

14：40～14：45 
６時限 

帰りの会 
６時限 

14：45～15:30 金管練習 

15：30～15：40 帰りの会  帰りの会 

下 校 16：00 15:20 16:00 

 

学校の位置    北緯  ３６°３９’ 

       東経 １３８°１０'４８” 

       海抜 ３９０ｍ 

 

加茂小学校の校章 



地域と協力した特色ある学校づくり 

本校は、比較的天候が安 

定している６月に運動会を 

行います。入学間もない１ 

年生も、２ヶ月の成長ぶり 

を見せてくれます。地域の 

方も参加するふれあい種目 

も人気です。 

また、ＰＴＡ主催で家庭教育力向上を狙い親子参加

型研修会「かもチャールーム」を行い、地域の方々や

ＰＴＡ、学校職員が講師と 

なる講座を企画したり、親 

子で一緒に楽しむ演奏会、 

講演会等を行ったりしてい 

ます。 

さらに、地域の方に菊作 

りのご指導をいただいたり、 

近くにある大学、高校、中学校、保育園との交流活動

も、行ったりしています。 

縦割り活動の充実 

加茂小ならではの「カ

タクリ見学」に始まり、

「かも四季ビンゴ」など

児童会委員会の提案によ

って姉妹学年の子どもた

ちが仲良く交流していま

す。さらに、「仲良しグル

ープ」と称して、１～６

年すべての学年が混ざっ

た縦割りグループの活動

も行われています。この

ような関わりをきっかけ

に休み時間や放課後には、

学年・学級の枠を超えて一緒に遊ぶ姿も見られます。 

 

 

学力の向上 

子どもたちは、全体的に落ち着いて学習に取り組んで

います。学期末には、朝の時間を活用した「チャレンジ

ウィーク」を行い、どの子も満

足感で満たされて学期末を迎え

るように基礎基本の定着を図っ

ています。 

また、家庭学習の手引きを改

訂し、授業とつながる家庭学習

にしたり、宿題だけでなく自主

学習にも積極的に取り組めたり

するようにしています。 

 

 

体力づくり 

１校１運動の一環とし

て、朝のマラソンに取り

組んでいます。今年度は

全校で校庭のトラック８

万周をめざしていますが、

昇降口が開く前に校庭を

走る子どもが多く、校庭

は子どもの姿でいっぱいになります。カードを使って 

取り組むようになっており、年々距離数も伸びています。   

また、ワールドカップ

KAMO大会、なでしこカッ

プ（サッカー）や大相撲

加茂場所等の企画によっ

て、クラスの団結を図り

ながら、日頃体を動かさ

ない子もわくわくしなが

ら外に飛び出していく好ましい姿が見られています。 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 6 日 始業式･入学式 

15日 参観日・ＰＴＡ総会 

20日 1年生を迎える会 

25日～28日 家庭訪問 

5月 2 日 遠足（1・2年） 

17日 音楽鑑賞教室 

28日 PTA作業 資源回収 

6月 4 日 運動会 

    17日 防犯学習 

21日 プール開き 

24日 参観日(低) 

28日 参観日(高) 

7月 12日 町別連絡会 

13日～14日 5･6年高原学校 

20日 PTA水難救助講習会 

26日 一学期終業式 

27日 夏休み（8月 22日まで） 

8月 23日 二学期始業式 

9月 10日 土曜参観 

かもチャールーム 

28日 引渡し訓練 

 

10月 4 日 来入児健康診断 

5日 教育課程研究協議会 

21日 音楽会 

11月 10日 合同音楽会 

11日 参観日 

        PTA人権教育研修 

12月 12日～15日 個別懇談会       

   16日 スケート教室(低) 

28日 二学期終業式 

   29日～1月 9日 

 年末・年始休業 

1月 10日 三学期始業式 

18日 学校保健委員会 

2月 2 日 スキー教室(高) 

    8日 参観日（4・5年） 

     10日 参観日（どんぐり） 

  14日 参観日（2・3年） 

   23日 参観日（1年） 

3月 1 日 参観日（6年） 

   9日 6年生を送る会 

14日 三学期終業式 

15日 卒業式・離任式 

 

主 な 行 事 

 


